テロリズムの
時代における
生命工学研究
BIOTECHNOLOGY RESEARCH
IN AN AGE OF TERRORISM

原典:
ナショナルアカデミーズ・全米研究会議
生命工学の破壊的応用を予防するための研究基準と慣行に関する委員会
Committee on Research Standards and Practices to Prevent the Destructive Application of
Biotechnology, National Research Council of the National Academics

“フィンク・レポート” エグゼクティブ・サマリー
Executive Summary of “Fink Report”
監訳:
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所
Keio University Global Security Research Institute (Keio G-SEC)

ナショナルアカデミーズ・全米研究会議
生命工学の破壊的応用を予防するための研究基準と慣行に関する委員会

齋藤 智也
Tomoya Saito

Committee on Research Standards and Practices to Prevent the Destructive Application of
Biotechnology, National Research Council of the National Academics
非売品 Not for Sale

テロリズムの時代における生命工学研究
BIOTECHNOLOGY RESEARCH IN AN AGE OF TERRORISM

“フィンク・レポート” エグゼクティブ・サマリー
Executive Summary of “Fink Report”

ナショナルアカデミーズ・全米研究会議
生命工学の破壊的応用を予防するための研究基準と慣行に関する委員会
Committee on Research Standards and Practices to Prevent the Destructive Application of
Biotechnology, National Research Council of the National Academics

200４ by the National Academy of Sciences. All rights reserved.
Reprinted with permission from BIOTECHNOLOGY RESEARCH IN
AN AGE OF TERRORISM, 2004 by the National Academy of
Sciences, Courtesy of National Academies Press, Washington, D.C.
For the full report:
http://www.nap.edu/catalog.php?record̲id=10827

2

訳文刊行にあたって

慶 應 義 塾 大 学グローバルセキュリティ研 究 所（ G - S E C ）グ
ローバル・ヘルス・セキュリティグループ（ 研 究 統 括

竹内勤

G - S E C 副 所 長 ）では、バイオテロリズム対 策を包 括 的に議 論す
る中で 、予 防 的 措 置を強 化する方 策を検 討してきました。予 防
的 措 置の観 点においては、近 年 発 展 著しい生 命 工 学に内 在す
るデュアル・ユース性 へ の 懸 念が 国 際 的に高まっています。一
方で 、この 問 題に対する国 内での 議 論は 未 成 熟であり、また 、
日本 語 資 料も限られていることから、関 係 する科 学 者 間でも、
問題として認識が進まない現 状がありました。
今 回エグゼクティブサマリーの訳 文を刊 行した、通 称「フィン
ク・レポート」は、本 年 1月に訳 文を刊 行した「バイオセキュリティ
行 動 規 範 」と並び 、新 たな 時 代 の バイオセキュリティと科 学コ
ミュニティのあり方を示 唆する重 要なレポートの一つです。訳 文
刊 行にあたり、森 本 正 崇・G - S E C 客 員 研 究 員より
「フィンク・レ
ポートを読む一 視 点 〜 科 学コミュニティの 主 体 性 」をご 寄 稿い
ただきましたので、併 せてご一 読いただければと思います。
「バ
イオセキュリティ行 動 規 範 」
と共に、本 訳 文が 、生 命 工 学に内 在
するデュアル・ユース性に対する認 識と理 解の一 助として活 用
され 、
また議論の端緒となることを願っております。

平成22年8月
慶應義塾大学
グローバルセキュリティ研究所
研究員

齋藤 智也
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森本 正崇

１ フィンク・レポートの概要
「テロリズムの時代における生命工学研究（Biotechnology Research in an Age of Terrorism）」は全
米科学アカデミー（National Academy of Science）が2004年に発表した報告書である。同報告は報告を
作成した委員会の委員長にちなみ通称フィンク・レポートと呼ばれている。
フィンク・レポートはDNA合成をは
じめとする生命工学が飛躍的に進歩する一方で、同じ生命工学がテロ等に悪用される危険性が高まってお
り、2001年には炭疽菌テロも発生したこと等を踏まえ、生命工学研究において安全保障と自由な研究活動の
両立を図るという観点から提言がまとめられた。提言の具体的な内容はエグゼクティブ・サマリーに紹介され
ているので参照されたい。
ここではフィンク・レポートの意義を考えるにあたっての一つの視点として、
フィンク・レポートがどのような思
考過程を経て生命工学の悪用防止のための方策が検討されたのかを整理してみたい。
フィンク・レポートの
作成に携わった当事者たちはどのような立場でどのような問題意識から結論に至ったのであろうか。特に政府
と科学コミュニティの関係や、法規制と自主管理のあり方についてどのような検討を加えているかについて焦
点を当てて簡単に振り返っておきたい。
日本の現状や今後の課題の抽出を試みるという観点からは、
とかく報
告の結論部分だけを議論の対象として
「日本も見習うべきだ」
とか「日本の文化になじまない」
と論評するだけ
になりがちであるが、問題設定の仕方や検討のあり方も振り返ることがより本質的な議論を可能にすると考え
る。
（なお、文中のページは「テロリズムの時代における生命工学研究」原典中の該当ページを示している。）
【フィンク・レポートの提案（原典：p.110～126）】
1.

科学コミュニティの教育
生命工学におけるデュアル･ユース・ジレンマ（有用な民生技術が同時にテロ等に悪用される
リスクを持つこと）の性質と、
そのリスクを軽減する責任に関して科学者を対象とした教育プロ
グラムの作成

2.

実験計画の審査

3.

出版段階における審査

4.

国家バイオディフェンス科学諮問委員会（NSABB）の創設

5.

悪用を防ぐための追加的要素

科学者の自主管理に基づく安全保障上の潜在的なリスク確認

生物学的物質の防護とこれらの物質を扱う職員の監督を行うための、NSABBによる定期的
な見直しをともなう現行法規制の履行
6.

バイオテロや生物兵器戦争を防ぐための取り組みに生命科学が果たす役割
バイオテロのリスクをいかに低減するかについて国家安全保障コミュニティおよび法執行機
関が生命科学コミュニティとの持続的なコミュニケーションを行う新たな経路の開拓

7.

調和のとれた国際的な監視

フィンク・レポートでは上記7項目を提案しており、
そのうち下線部の箇所が政府と科学コミュニティの関係
や法規制と自主管理のあり方に関係する提案であり、具体的な研究活動における安全保障上の懸念の確認
だけでなく、
よりマクロな研究者を取り巻く環境整備にも焦点が当てられていることが分かる。
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2 フィンク委員会の構成
フィンク・レポートの語源ともなった本報告を取りまとめた委員長であるジェラルド・フィンク
（Gerald Fink）
氏はマサチューセッツ工科大学遺伝学教授である。
フィンク委員会では18名が委員を務めている。多くはフィ
ンク教授同様に微生物学の専門家であるが、生物剤・化学剤防護の専門家や国防大学教授、軍備管理の専
門家等も委員を務めている。つまりフィンク・レポートは規制対象となる生命工学を扱う研究者自身が中心と
なって自らの研究分野のあり方について安全保障の専門家等と一緒に検討を加えていったものであることが
伺える。
日本ではこうした生命工学の研究者自身が中心となって検討するような枠組み自体を見出すことは非
常に難しい。
フィンク・レポートが科学コミュニティの側から自発的に取りまとめられた提言であるということは大いに強調
されるべきであると考える。すなわち問題意識の設定からその解決法に至るまで科学コミュニティ自身が自ら
当事者と考えて問題の検討に当たっている姿は、
「 政府に規制される対象」
としての科学コミュニティの姿とは
対照的である。自らの研究活動が持つリスクについて自ら検討するという姿勢自体が日本の科学コミュニティ
に与える示唆は大きいのではないだろうか。

3

問題意識の設定

フィンク・レポートでは冒頭で生命工学全般に対する次のような問題意識を表明する。
生命工学は国家の公衆衛生上不可欠なものであり、生命工学の進歩を妨げることなく生物戦や生物兵
器テロの脅威を最少化する方策を検討することが本委員会の役割である。
しかし、
こうした責務は複雑で
ある。なぜならほぼ全ての公衆衛生に実用化された生命工学は敵対勢力や国家によって悪用される可
能性があるからである
（原典：Preface, p.ⅶ）
特に最近の生命工学の進歩によりこうした悪用のリスクが高まってきたと懸念を表明している。
過去50年の分子生物学と遺伝学の偉大な功績といえば、農業および工業の作業工程を進化させ、医療
に革命を起こした点である。
しかし同時に、
これらの利益をもたらした分子生物学や遺伝学などの技術
が、社会に潜在リスクを与えている。
そのリスクとは、
これらの技術が次世代生物兵器の開発に使用される
可能性があるということである。生命工学は、同じ技術が人類の利益のため合法的に使用される可能性
デュアル ユース

というジレンマを突
と、バイオテロリズムに悪用される可能性を包含する
「両 用性（軍事・民生二重用途）
きつけている
（原典：p.15）。
議論の出発点は生命工学が持つデュアル・ユース性である。すなわち生命工学が公衆衛生の改善に利用でき
るだけでなく、同様の技術が生物兵器テロをはじめとする安全保障上懸念のある用途にも用い得るという状
況である。
さらに重要な点はそうした問題意識を全米科学アカデミー自身が検討対象としたという点である。す
なわち科学コミュニティが主体となって検討したものであり、政府からも意見を聞いている。
その背景には政府
よりも研究者自身がこうした状況をより把握できるという自負があり、
フィンク・レポート内でもそうした自負を感
じさせる箇所がある。
インテリジェンス機関および法執行機関は、現存する病原体の性質および新しく登場しうる病原体につい
ての専門知識、
ならびに、対抗措置をより困難にする新しい技術の拡散を制限することに関する最適な助
言の双方を得るために、科学者を必要とする
（原典：p.12）。
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規制提案を待ってそれに対して意見を述べるといった片務的・受身的でない姿勢を強調したい。むしろ具体
的な政策提言を行い自らが政府の政策決定に影響を与えることを企図している。だからこそ研究者に対する
要求も単に「法令遵守」に止まるものではなくより高次の倫理を求めている。
潜在リスクに関して相当の知識を得たとしても十分とはいえない。生命科学者は、生物兵器戦争やバイオテロ
リズムの進展に寄与することを避けるための積極的な道徳的義務を負うと委員会は確信する
（原典：p.4）。
研究者の立場からは研究活動は自由であればあるほど好ましいように感じられるが、研究活動には社会的責
任があると考えている。他方で、政府による規制一辺倒では適切な規制が期待できない（過剰規制になる）
と
して、科学コミュニティによる自主管理を中心とした枠組みを提案している。
その橋渡しをする機関として国家
バイオディフェンス科学諮問委員会（NSABB）
を提唱している。NSABBはその後、
フィンク・レポートの提言通
りに米国保健福祉省（DHHS）内部に設置されている。NSABBは科学コミュニティと安全保障部門との両者
で構成される必要があると提言されており、実際に設置されたNSABBでは科学コミュニティから常任の委員
が、政府の安全保障担当部局からは役職で委員が就いている。NSABBを米国保健福祉省、すなわち政府の
内部に設置することについてはフィンク・レポートでは、政府機関の一部として設置すると機関の独立性に懸
念が生じるが、他方で政府の意思決定に影響を与えるためには政府の内部に設置する必要があると認識を
示しており、
その妥協点がNSABBの設置だとする。NSABBを通じて科学コミュニティは政府の政策を監視す
ることが可能になると考えているのである。
ここにも科学コミュニティが自ら主体的に政策に影響を与えようと
する姿勢が伺える。
こうした議論の展開もフィンク委員会が自らを当事者として研究活動のあり方を検討する
枠組み作りを議論していたことが伺える。

4

生命工学と核物理学の比較
生命工学は核物質のように「危険」
とみなされてこなかったため、
その管理手法も核物質のようには管理で

きないと指摘している。
フィンク・レポートでは「核兵器や核分裂性物質のように危険な病原体や破壊的な生
命工学へのアクセスが物理的に制限されることを想像することは無意味である」
（ 原典：p.23）
と指摘し、多く
の民生用途がある生命工学は核物質のように物理的なアクセス制限は非現実的であるとしている。
したがっ
て、類似の事例を参考にしつつも生命工学には生命工学向けの管理を提唱することになる。むしろフィンク・レ
ポートでは具体的な規制のあり方は遺伝子組み換え研究における管理を参考としている。いくら安全保障上
の懸念があるからといっても規制には合理性と妥当性が必要だという当然の前提であり、
フィンク・レポートが
新たな管理（自主管理やNSABB）
を提唱しつつも過剰規制とならないようバランスに配慮していることが伺え
る。
とかくこうした議論ではどちらか一方に偏りがちであり読者にとっても大変参考になるアプローチと言えよ
う。
もちろん「妥協」の産物なのであろうが、実際にリスクを管理していくためには安全保障上の懸念と研究活
動の自由や公衆衛生の向上それぞれのバランスの確保が必須であり、冒頭の問題意識を踏まえればそうした
「妥協」は当然に必要なものである。
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5

法規制のあり方

フィンク・レポートは自主管理を中心とした枠組みを提唱しているが法規制を否定しているのではない。必
要以上に法が介入してこないために自主管理を提唱しているという姿がより正確な理解である。
したがって生
命工学研究に関連する法規制が様々に論じられている。具体的に既存の法体系により生命工学研究がどのよ
うに規制されるかが整理されている。
もちろん「日本にもこのような規制が必要だ」
「 必要ではない」
という議論
も必要であるが、
ここではフィンク・レポートでどのような要素を関係する規制として抽出しているかを確認して
おきたい。
クリアランス

機微な生物剤を扱う場合の許可（移転や保管に加えて、取扱う研究者自身の確 認）
秘密保護
輸出管理
VISAコントロール
規制のあり方を検討する上での出発点としてこうした要素が関 係し得るということを把握しておくことは有益
・

・

・

・

・

であると考える。
とかくこうした議論では生物剤そのものの管理に議論が集約しがちであるが、
より幅広い分野
が関係し得るということが伺える
（換言すれば機微な生物剤さえ扱わなければ関係ないという結論になりがち
である）。

6 おわりに
以上、簡単にフィンク・レポートの考える立場を振り返ってみたが、
フィンク・レポートの提案の是非を論じる
だけでなく研究者が自らの手で自らの研究活動のあり方について主体的に検討を加え、研究活動と政府によ
る規制を両睨みで監視していこうという姿勢が示唆するものは大きいと思われる。
フィンク・レポートは我々に結論を提示しているだけでなく、議論の出発点も提示しているのである。
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要旨
過去50年の分子生物学と遺伝学の偉大な功績といえば、農業および工業の作業工程を進化させ、医療に
革命を起こした点である。
しかし同時に、
これらの利益をもたらした分子生物学や遺伝学などの技術が、社会
に潜在リスクを与えている。
そのリスクとは、
これらの技術が次世代生物兵器の開発に使用される可能性があ
るということである。生命工学は、同じ技術が人類の利益のため合法的に使用される可能性と、バイオテロリズ
デュアル ユース

（ 軍事・民生二重用途）＊1というジレンマを突きつけている。
ムに悪用される可能性を包含する
「両 用性」
このレポートは、敵意ある個人または国家により生命工学が悪用される可能性や、
そのような脅威を最小限
にとどめ、軽減するための政策案が、科学者や政治家の間でますます注目を集めている現状を映しだしたもの
である。
ここでいう
「生命工学の悪用」
とは、
よくある病原体を散布すること
（例えば、サラダバーにサルモネラ菌
を噴霧するなど）から、病原体を新種の“アンドロメダ株”に変異させるなどのSFまがいの行為まで、潜在的な
危険性のある活動を広く示すものである。当委員会 ＊2は、潜在的な悪用の可能性による様々なリスクの中の、
重要な部分、すなわち、大惨事といえる規模で混乱や危害をもたらす能力をもつ生物学の研究活動を扱う。広
エグゼクティブ・サマリー

義には、
この能力は2つの要素で構成される。一つは、研究対象である危険な病原体が盗まれる、
または悪意
のある目的のため転用されるリスクである。
もう一つは、研究結果である知識や技術により、ユニークな性質を
持つ新種の病原体や、脅威となる全く新種の病原体の創出が促進されてしまうリスクである。当委員会の責務
は以下の通りである。
政府系研究所、大学、
その他の研究機関や企業における、病原体研究と潜在的に危険な生命工学研究
を監視するための、米国の現行規則、規制、制度的取り決めと手続について検討すること

要旨

生命工学研究の有害な応用を回避するために米国の現行規則、規制、制度的取り決めと手続の妥当性
についての評価を行うこと
合法な研究の継続を可能にし、かつ、生命工学研究の有害な応用を回避する米国の能力を向上させる
べく、米国の現行規則、規制、制度的取り決め、手続き等の修正勧告を行うこと。
このレポートは米国に焦点を当てているが、米国は最高水準の生命工学研究を追求する多数の国のひとつ
に過ぎない。攻撃目的で使用されうる技術、試薬、情報は容易に利用可能かつ入手可能である。
それだけでなく、使用または悪用のための専門知識とノウハウは世界中に広まっている。先進的な生命工学
研究を監視するための国際的コンセンサスや一貫したガイドラインなしに、特定の種類の研究を米国内で規
制するならば、米国の生物医学研究の進歩を妨げ、国益を損なうことになるだけであろう。米国が国内におけ
る研究活動を監視するためのシステムを構築することは全くもって適切ではあるが、当該監視システムが国際
的に採択されない限り、究極的には、
このような取り組みが防御策として役立つことは、
まずないであろう。監視
システムの構築は政府、国際機関、
そして世界の科学コミュニティにとっての課題である。
この課題に対する努
力は進行中ではあるが、努力を迅速に拡大、強化、および調和させなければならない。

＊1 訳者注 「デュアル・ユース」は軍事用途にも民生用途にも利用可能な技術で主に民生用途に開発された技術が軍事転用可能な場合の問題として議論の対象とされ
ることが多い。特に生命工学では遺伝子工学等の技術が生物兵器テロなどに利用（転用）
されることが懸念されている。
＊2 訳者注 本報告をまとめた委員会「生物工学の破壊的応用を予防するための研究基準と慣行に関する委員会COMMITTEE ON RESEARCH STANDARDS AND
PRACTICES TO PREVENT THE DESTRUCTIVE APPLICATION OF BIOTECHNOLOGY」
を指す。微生物学、生物剤・化学剤防護の専門家や国防大学教授、軍備
管理の専門家等18名が委員となり、“フィンク・レポート”の語源ともなったマサチューセッツ工科大学遺伝学教授ジェラルド・フィンク
（Gerald Fink）氏が委員長を務めた。
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現在そして整備途上の規制環境
2001年の米国愛国者法（USA PATRIOT Act of 2001）および2002年のバイオテロリズム準備・対応法
（Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002）により、米国ではすでに、生物剤の意図せ
ぬ悪用を防ぐための法規制面での基盤を確立した。
これらの規制が完全に履行されると、特定の病原体（「規
制病原体」）
を所有する際の強制登録、規制病原体の所有を禁ずる人物の指定、米国内において最も危険な
病原体の物理的安全のための規制制度などが、合法な研究に従事する国内研究所にとっての有益な合法性
の証明を提供するとともに、指定の施設から持ち出された病原体がテロリストの手に渡るリスクをある程度軽
減するであろう。高い対応能力を有する公衆衛生システムに加えて、効果の高いワクチン、診断、治療法、検知
システムの開発が、バイオテロリズム等の深刻な健康面での脅威からの保護に重要な役割を果たすことに鑑
みて、委員会は、現行法の履行が過剰な規制となってはならない点を強調する。
この点を注意しなければ、
こ
れらの法的規制は、合法な研究所や研究者による危険病原体の研究を、意図せず制限してしまうことになる
であろう。効果を発揮するためには、米国で実施されているシステムに相当する、危険な病原体や毒物の所有
に対する規制監視のための調和のとれた国際システムが必要である。
エグゼクティブ・サマリー

研究の監視に関して、生物工学研究のあらゆる側面を扱うガイドラインや慣行を開発した国はない。委員
会は、遺伝子工学基礎研究および応用研究の実施に対する現行の国内・国際的なガイドラインや規制は、病
原体や「新種の」微生物との接触や曝露にさらされる研究所の職員や周辺環境の物理的安全を確保すること
ができると結論づけた。
しかし、
これらの現行国内・国際ガイドラインは、現在、攻撃的な軍事目的またはテロ目
的の研究事業の道具、技術、
または知識ベースの悪用の可能性について規定していない。
さらに、国内的およ
び国際的な審査機関は、研究に関連するリスクや悪用の可能性が、研究の潜在的な利益を超えるか否かにつ
いて、研究実施前にその研究活動案を評価する法的権限または自律的責任を現在のところ持たない。委員会
は、現行の断片的なシステムを、適応、拡大、補完し、かつ互いに関連づけて、不可欠な研究の進行を可能に

現在そして整備途上の規制環境

するとともに、
デュアル・ユース研究の悪用の潜在リスクに対して適切に対処していると確信する監視システム
を提供しなければならないと結論づけた。バイオディフェンス研究はデュアル・ユースのジレンマを最も深刻に
突きつける類の研究であるが、
この研究に対する研究資金が大幅に増加しているため、国内の、
そして国際的
な包括的監視システムを創設することを支持する議論に弾みがつくであろう。

新システム案

新システム案

委員会が提案するシステムは、バイオテロリズムや生物兵器の開発に応用される可能性のある生物工学の
進歩が、責任ある監視を受けることを保証するために、実験とその後の実験結果を監視するための多数の段
階を設けることである。
このシステムが重点をおくのは、科学コミュニティによる自発的な自治と、遺伝子組み換
え研究に関して認識されたリスクへの科学コミュニティの過去の対応から生まれた現行の規制手続を拡大さ
せたものとの混合である。
このシステムは「組み替えDNA分子に関連した研究に関する米国国立衛生研究所
ガイドライン」
（ National Institutes of Health Guidelines for Research Involving rDNA Molecules
(以下「ガイドライン」
という。））履行のために作られた。委員会は提案したシステムの履行が成功するために
は、
それぞれの段階において多大な資金を要すると認識しているが、
ここではそのコストの試算は行わないこと
にした。
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勧告１：科学コミュニティの教育
委員会は、生物工学におけるデュアル・ユースのジレンマの性質と、
そのリスクを軽減する責任に関し

て、国内および国際的な専門家の団体ならびに関連機関および研究所が科学者を対象とした教育

プログラムを作成することを勧告する。

先進的な生物工学研究が敵対的な集団に利用される潜在リスクに適切に取り組むためには、
リスクの本質
と科学者がこれらに取り組み管理する責任について、生命科学コミュニティを教育する必要がある。現在のと
ころ、生物学的知識の悪用の可能性に対する認識は、研究コミュニティ間で大きなばらつきがある。現在規制
病原体を取り扱う研究者は、規制病原体を物理的に封じ込め、予想されるまたは予想外の被害から保護する
手段をすでに講じている。
しかし、1970年代はじめの生物兵器禁止条約の登場以降、ほとんどの生命科学者
は、生物兵器やバイオテロリズム問題に関する直接的な経験がほとんどないため、
自身の発見が悪用される可
能性を考える経験と先例が不足している。
委員会は、生命科学の専門家団体が、米国および海外で継続的に定例会合やシンポジウムを開催し、知識
エグゼクティブ・サマリー

と議論の場を提供することを勧告する。たとえば、いずれかの主要な専門家団体や科学政策組織が全ての主
要な学会を会議に招集し、教育プログラムをいかにして最良の形で履行することが可能であるかを議論する
ことは有益であろう。企業集団や高等教育研究連盟なども、研究の実施におけるリスクとその意味について実
効的に各自のメンバーを教育することも可能であろう。
しかし、潜在リスクに関して相当の知識を得たとしても十分とはいえない。生命科学者は、生物兵器戦争や
バイオテロリズムの進展に寄与することを避けるための積極的な道徳的義務を負うと委員会は確信する。人は
不可能なことを行うことを決して義務づけられてはいないし、
それゆえ科学者にも、彼らが生み出した知見が、
生物兵器戦争やバイオテロリズムの進展を決して助けないよう確保することを期待することはできない。
しか
し、科学者は、
この危険性を最小限にとどめる合理的な措置を講じることができるし、講じるべきである。委員
会は、合理的な措置には何が必要であるかを定義し、科学者がこれらの措置を実現するために必要な教育、
技能、支援を提供することが、学術団体や組織を含む研究コミュニティの責任であると確信する。

勧告2：実験計画の審査
新システム案

委員会は、悪用の可能性に関する懸念を高める微生物因子に関する7種の実験分野（「懸念すべき
実験」）の審査システムを確立するため、米国保健福祉省(DHHS)が米国国立衛生研究所による組
み替えDNA実験について既に確立した審査システムを拡大強化することを勧告する。
勧告２の審査システムは、
どの実験が審査の対象となるかという基準およびいかなる過程を通じて審査が
実施されるのかの双方を含むものである。
審査の基準
委員会は、実施以前に、
または既に実施された場合には詳細をすべて公表する前に、
この主題に精通した
科学および医学コミュニティの専門家による審査と審議を必要とする試みや発見の類型を示す、7種の実験分
野を特定した。
それは、以下のようなものである。
1. ワクチンを無効にする方法を示す実験
人間および動物のワクチンが共に該当する。
ワクチン耐性天然痘ウイルスの生産はこの種の実験に該当する。
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2. 治療上有効な抗生物質や抗ウイルス薬に耐性を与える実験
人間、動物、農作物の病原体のコントロールに使用される治療薬が該当する。炭疽菌に対するシプロフロキサ
シン耐性の導入はこの種の実験に該当する。
3．病原体の毒性（virulence）
を強化するかまたは非病原性のものを毒性化する実験
植物、動物、人間の病原体が該当する。炭疽菌に対するセレオリシン（溶血）毒素遺伝子（cereolysin toxin
gene）の導入はこの種の実験に該当する。
4. 病原体の感染性を増幅させる実験
同種および異種間での感染が該当する。媒介効率を改変し、疾病の伝播能力を向上させることはこの種の実
験に該当する。
5. 病原体の宿主域を変異させる実験
非人獣共通感染性の病原体を人獣共通感染性へ変異させることが該当する。
ウイルスの細胞親和性を変異
させることはこの種の実験に該当する。
エグゼクティブ・サマリー

6．診断/検知の回避を可能にする実験
抗体ベースの検知を回避するためのマイクロカプセル化および／または既存の分子法による検知を回避する
ための遺伝子配列の操作はこの種の実験に該当する。
7. 病原体や毒物の兵器化を可能にする実験
病原体の自然環境下での安定化が該当する。天然痘ウイルスの合成はこの種の実験に該当する。
上記７分野は、既存の知識および技術、
または委員会が近い将来に起こると予測する進展により実行可能
な実験を表したものである。
これらの分野の中には、1917年から1918年に流行したスペイン風邪や近年認
識された「重症急性呼吸器症候群（SARS）」
など、パンデミックを引き起こした病原体の遺伝子変化が自然発
生的なものもあるが、現在、病原体の遺伝子変化は実験室で行うことも可能である。一方で、生物兵器戦争の
研究と発展の歴史の一部といえる分野もある。懸念は感染性の病原体とその産物に向けられている。
なぜな
ら、委員会は、自己複製性のある病原体とその産物が最も切迫した生物学的脅威であると確信するためであ
る。
７種の懸念分野は微生物による潜在的な脅威のみを扱っているが、現代の生物学研究は、健康科学の全
分野、農業、獣医学、
そして様々な産業的利用などを含む遙かに広い分野である。
さらに、
これらすべての分野

新システム案

で急速な変化がおこっている。多様性と変化のペースが大きなものであることを考慮すれば、生物学研究の結
果についてプラス・マイナス両方の可能性をあまりに広く考慮し、あまりに遠い未来までも射程に入れて考える
ことは軽率であるといえる。
そこで、委員会では当初、最もおこりそうな危険性を対象とするよう懸念事項を限
定し、ありえないシナリオに関しては避ける努力をしてきた。
しかしその後、遙かに広範囲の潜在的脅威を対象
とするよう、懸案の実験の範囲を拡大することが必要だと確信するに至った。
審査過程
米国国立衛生研究所（NIH）のガイドラインでは、NIHから組み替えDNA研究への支援を受ける機関で
研究が遂行される際、
またはそれらの機関から資金提供をうける際には、
「 機関内バイオセイフティー委員会」
（Institutional Biosafety Committee（IBC)）
を設立することを求めている。NIHに登録済の400程度の
IBCのほとんどは、NIHのガイドラインに準拠する機関に設置されているが、
これらの機関は、IBCを登録するこ
とを義務づけられている。IBC設置が義務づけられる機関のほとんどは学術機関であるが、NIHの支援を受け
た結果として企業が設置するIBCでNIHに登録されているものもある。
その他の例では、安全慣行についての
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最良の基準－「ゴールドスタンダード」－に従う手段として、企業が自発的にNIHのガイドラインを遵守する例
もある。連邦政府機関や連邦政府の研究所では、NIHのガイドラインの遵守を、機関内外で行われる研究プロ
ジェクトへの支援の条件としているところもある。
さらに、連邦政府に属する多数のIBCは、NIHに登録されて
いる。
現在7種の懸念分野に該当するすべての実験には、IBCによる審査が要求されるべきである。委員会は、懸
念すべき実験分野の審査の最初の段階として、IBCシステムに依拠することを勧告する。
委員会は、研究者が実験計画をIBCに提出する際に使用する書類様式に、提案するプロジェクトが懸念分
野に該当するか否かを、研究者の自己判断に基づいて指定する項目を含むように改正することを勧告する。
そ
して、IBCは、潜在的なメリットと危険性について注意深く比較しつつ、
プロジェクトの他の側面とともに、懸念
分野への該当の問題について審査する。時には、IBCは提案されたプロジェクトが現行のガイドラインでは禁
止されていると判断して、研究を承認しない場合もあるだろう。
しかし、ほとんどの場合、IBCはプロジェクトの
進行を容認できると判断するか、あるいは、上位機関で更に検討することが求められる懸念のあるものである
と判断するかのどちらかであろう。
エグゼクティブ・サマリー

委員会は、研究の最初期段階での評価ができるという理由で、IBCによる初期審査を勧告する。実験の成
果が出版される頃には、非公式の専門家同士の接触や学会での予備実験結果の発表などを通して、研究に
関する実質的な情報が既に普及してしまっているかもしれないからである。
生命科学にはこのような開放的な文化という側面があるので、、提案する研究のリスクと便益のバランスに
配慮すると個人の責任について科学者の自覚を促しIBCに確実に申告がなされるようにすることがいっそう重
要である。
さらなる検討を必要とする実験については、拡大版「組み換えDNA諮問委員会」
（ Recombinant DNA
Advisory Committee (RAC)）に照会するか、NIH所長に、提案した実験進行許可の承認、
または拒否を尋
ねることもあり得る。委員会がこの方法を勧告するのは、既に懸念分野における多数の実験がRACの管轄範
囲に該当し、
また、RACには公共の安全を守りつつ研究を促進するという確立された実績があるためである。
委員会の勧告の下、RACは、すべての関連研究施設における懸念分野のプロジェクトのうちいくつかを審査
し始める予定である。
これは、NIHにより資金提供を受けた研究および自発的にNIHガイドラインに従う研究所
の研究に対して現在RACが有する管轄権を大きく拡張するものである。RACがこの任務を引き受けるに際し
ては、委員会はまず、RACが、懸案の7種の実験分野の審査にIBCを使用できるようにより詳細な一連のガイド
ラインに置き換えることを勧告する。
その後、審査経験が増えるにつれ、RACはこのガイドラインを必要に応じ
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て改善および改訂するべきである。RACは、追加任務を果たすために新たな資金が必要となるであろう。
また、
RACとIBCの双方ともこの任務を果たすために新たな専門知識を取り入れることが必要となるかもしれない。
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勧告3：出版段階における審査
委員会は、国家安全保障に対する潜在的なリスクについて出版審査をする科学者と科学学術誌の

自治に依拠することを勧告する。

論文の出版は、
それを悪用する人々を含め、最も広範な人々に研究結果を広める手段だといえる。委員会で
は、審査システムのこの部分は、政府による公式の規制ではなく科学コミュニティの自発的な自治に基づくべき
ものであると強く確信する。
出版を制限するという提案は、科学者および出版関係者の双方に、大きな懸念と議論を巻き起こした。開放
的な交流という規範は、科学において最も強力なものの一つであるからである。学術（誌）論文の実験方法欄
に掲載される情報を制限することは、すべての実験結果は他者による反論に対して開かれるべきであるという
規範を侵害することになる。
しかし、制限しないならば、潜在的に他国やテロ集団の生物兵器戦争の計画に重
要な情報を提供することになりかねない。

エグゼクティブ・サマリー

究極的には、米国において、
また国際的にも、潜在的に国家安全保障上のリスクのある出版物を審査する
いかなる過程も、生命科学分野の多様な学術誌にとって受諾可能なものでなければならないだろう。委員会
は、
リスクに対応しつつ、科学コミュニティの信頼を得るシステムを作り出すためには、学術誌の出版に関わる
人々の間で、
また、編集者と国家安全保障機関の間で、継続的な議論を行うことが不可欠であると確信する。
また、委員会は、2003年2月に主要な科学学術誌の編集者グループによって発表された声明は、
この過程の
重要な一歩であると確信する。
機密扱いに関するより広義の問題について述べると、委員会は、1985年のレーガン政権の国家安全保障
決定指令189（National Security Decision Directive 189）により提示された原則、すなわち、基礎研究
の結果への制限は最低限にとどめるべきであり、機密扱いは、管理が必要な研究に対応するためのメカニズ
ムであるという原則は現在でも有効であり、今後も米国の政策の基礎であると確信する。
しかし、学術誌その
他の出版形態による適切な審査を通じた科学コミュニティの自治を委員会が支援することは、生命科学にお
ける
「機微だが機密扱いではない」情報の創出を承認するものだと解釈されてはならない。
とはいえ、現在のと
ころは、危険な結果をもたらす可能性のある出版物を、不注意に公表してしまうリスクに比べ、一般的かつ曖
昧にならざるを得ないカテゴリーによる規制の結果として、米国の安全保障に死活的重要性をもつバイオディ
フェンス研究を萎縮させるリスクの方が遙かに大きいと委員会は確信する。委員会は、科学コミュニティの自治
に基づいた審査システムは、科学者が重要なバイオディフェンス研究に参加する意欲を削ぐことなく、安全保
障面でのリスクに対する効果的な取り組みをなしうると信じている。

新システム案
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勧告４：国家バイオディフェンス科学諮問委員会の創設
委員会は、米国保健福祉省が、当委員会が提案している審査や監視システムに、助言、
ガイドライン

および指導を与える国家バイオディフェンス科学諮問委員会（National Science Advisory Board

for Biodefense（ NSABB））
（ 以下、正式名称が必要とされない限り
「諮問委員会」
または「NSABB」

と記す。）
を創設することを勧告する。

NSABBは、科学コミュニティと政府の双方にとって多くの重要な機能を果たすであろう。
最も一般的なレベル－「戦略的」
レベル－では、科学コミュニティと国家安全保障コミュニチィの間の継続
的な対話の場として、あるいは関心事項または懸念事項について議論するためのフォーラムとして機能するで
あろう。運用的なレベル－「戦術的」
レベル－では、国家安全保障およびバイオディフェンス目的に関連のある
研究の監視ならびに生命科学研究情報の伝達および普及について、具体的な事例に基づいた助言を提供す
るであろう。
その重要な橋渡し機能のために、諮問委員会のメンバーには、連邦政府機関で科学的研究を管
理した経験のある者を含む、指導的地位にある科学者と国家安全保障専門家の両方を加えるべきである。
エグゼクティブ・サマリー

システムを運用する際の規制という側面に関しては、諮問委員会が定期的に見直しを行い、
「 懸念すべき
実験」の更新を提案すべきであると勧告する。
また、諮問委員会は「規制病原体」
リストや生物剤の国際的な
取引に関する政策についても見直しを行い、
その更新を提案すべきであると勧告する。米国保健福祉省による
規制病原体リストの見直しは、すでに2年ごとに義務づけられているが、諮問委員会はその過程へのインプット
として独自の評価を提供することで、有益で重要な機能を果たすことができる。
システムの自治の段階においては、本委員会は、NSABBが情報・知識の供給源としての役割を果たすべ
きであると勧告する。
この役割は、教育プログラムの開発により専門家集団を援助することおよび会合招集メ
カニズムを提供すること、
さらに、生命科学についての出版を行う人々を援助することを含む。諮問委員会は、
雑誌編集者たちが、審査過程を発展させ評価するのに際して、関係者間の定期的な議論の場を組織するとい
う、会合招集メカニズムを提供することができる。諮問委員会は、要請に基づき、提案された手続を検討し、コ
メントを出すことができる。
また、諮問委員会が、情報提供センターの役割を果たすようになれば、審査手続き
をいまだ導入していない出版社も他社の実例を迅速に知ることができるであろう。NSABBが米国を超えて多
くの生命科学に関する国際的な出版物も管轄範囲とし、かつ、外国出版界のリーダーを議論の場に引き入れ
る方途を見いだすことは非常に重要である。諮問委員会は、要請に応じて、懸念を惹起する具体的な原稿に
ついて助言を与えることができる。
そのような助言は、おそらく小規模な専門家グループを組織し、研究の科学
的メリット
（特にバイオディフェンスに関連する知識を発展させる潜在性のあるもの）
と、
テロリストや拡散を推進
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する国を支援しかねない情報を公開するリスクのあいだで、妥協点を見出す形で実施されるだろう。
先進的な生命工学における研究の潜在的なリスクに関連する機能に加えて、
ワクチンや抗ウイルス剤、抗
生物質の開発、あるいは新しい検知器や技術、
さらに予防的な公衆衛生施策といった分野における新しい研
究を通じて、
どのように生命科学がバイオテロや生物兵器のリスクの軽減に貢献しうるかについて、諮問委員
会は政府に助言を行う能力を持つべきである。
この助言を与える機能は、いかなる審査および監視のシステム
も、生命工学の多大な潜在的利益を損なうリスクに、米国あるいは世界がさらされないやり方で運用されなけ
ればならない、
ということを継続的に注意喚起をすることにより果たされるであろう。出版前の論文原稿も含め
て最新の研究成果について情報をもち主題に精通する諮問委員会を有することにより、研究資源を適切な対
応や対抗策に集中することにより可能となる新しい研究結果や技術に潜むリスクに対する対処ついて、政府に
「早期警戒」の警告を行う能力を提供することであろう。
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NSABBの組織的な配置に関しては、政府に助言を与える独立した諮問委員会であることと、
１つまたはそ
れ以上の連邦機関に対して助言を与える公的機関に属するものであることのあいだで、明確な長所、短所が
ある。全ての基準を満たす解決策はないが、バランスを考えると、論理的なNSABBの組織的な配置は保健福
祉省長官に助言を与える同省内であると確信する。米国保健福祉省は、すでに生命工学研究、特に懸念すべ
き実験に関連のある研究に指導的役割を担っていることも理由の1つである。米国保健福祉省に配置するこ
とで、諮問委員会は、他の関連機関や民間団体と連携する能力を限定されることなく、本委員会がこの他の箇
所で提案したRACやIBCと直接的な繋がりを持つことになる。
国際的な協調や協力は、バイオテロのリスクを低減するためのいかなる努力であれそれを効果的なもの
にするために必要である。当委員会の見解では、米国内にNSABBを設置することは、合法的な生命科学
研究努力を破壊するリスクの低減に向けた国際的な対話の土台としての役割を果たしうる。IBCやRACの
関与を提案した審査体制と比肩しうるものは、多くの国ですでに存在している。
これらは１９７５年のアシロマ
（Asilomar）会議 ＊3の結果をうけて設立された。同様に、生命科学研究の攻撃的な応用のリスクを低減するた
めに生命科学コミュニティが世界的に連携できるよう、諸外国でもNSABBに対応する機関を設立するよう奨
励しなければならない。

エグゼクティブ・サマリー

勧告５：悪用を防ぐための追加的要素
委員会は、連邦政府が、生物学的物質の防護とこれらの物質を扱う職員の監督を行うためには、現
行法規則の履行に依拠し、NSABBによる定期的な見直しを行うべきであると勧告する。
当委員会は、研究の実施に重大な影響を与えることから、現行の規制システムに再検討され評価されるべ
き要素が存在していると確信する。
物理的封じ込め 現存する病原体のコレクションの安全確保は明白な優先事項であるが、最近可決された法
律や規制の履行を通じて相当程度対処されている。いくつかの病原体を「規制病原体」
と定めることは、安全
性を確保すべきウイルス株や分離株を特定するための適切な出発点である。意図は良かったとしても病原体
管理にとって逆効果となるような規制を回避することは極めて重要である。潜在的に危険な物質の封じ込め
や登録のための規則は、科学的なリスク評価に基づき、
この規則の科学的意義に関する現実的な評価にした
がって作成されなければならない。
さらに、当該規則が明確であり、かつ現在の技術や能力についての定期的
な評価に対応して改定されることを確保するために科学的知見が必須である。NSABBは、新たな発展に対応
して規則を改定するに際し、直前の情報通知に対しても助言を与えることが可能である。無許可の配布や転
用を防ぐための研究所間での物質の移動を規律する規則もまた、NSABBによって定期的に見直されるなら
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ば、新しい脅威が認識されるやそれは解決に向けての対処がなされ、
また、不必要で研究の障害となる規則が
あると認識されれば、
それは撤廃されるであろう。
訓練を受けた人材

一定分野の技術において、
それを制限する要因は、訓練を受けた人材の有無である。深

刻に懸念すべき病原性微生物を培養したり増殖したりするのに十分な通常の微生物学の訓練は、高校や大
学１年生の生物学コースで受けることができる。微生物学を専攻している学生であれば、多くの規制病原体を
増殖する程度高度な技能は持つであろう。
さらに、基礎微生物学の訓練は米国外でも広く受けることができ
る。留学生や外国人研究者を勉学や共同研究のために受け入れる手続きは、大学を開かれた教育の環境と
して維持する重要性を反映したものでなければならない。米国内で知識のある人材を特定し、管理する努力
は実現的ではなく、
また、
そのような人材の監視は、当委員会の見解では有意な安全を提供するものではない
であろう。

＊3 訳者注 アシロマ会議は、米国サンフランシスコ近郊で開催された遺伝子操作規制に関する初の科学者会議である。
そこでの科学者からの提案に基づいて、米国政
府が遺伝子組み換え実験のガイドラインを作成した。
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勧告６：バイオテロや生物兵器戦争を防ぐための取り組みに生命科学が果たす役割
委員会は、バイオテロのリスクをいかに低減するかについて国家安全保障コミュニティおよび法執行機関

が、生命科学コミュニティとの持続的なコミュニケーションを行う新たな経路を開拓することを勧告する。
生物・毒素兵器禁止条約（BWC）に署名し批准することで、米国は、攻撃的な生物・毒素兵器やそれらを散
布・運搬する手段を使用することや保持することを拒絶してきた。米国でのバイオディフェンス研究における投
資拡大を考慮すると、米国が開放的かつ透明性を確保した方法で合法的な防御活動を実施することが必須
である。
これにより、生物・毒素兵器を人、植物あるいは動物に対して使用する影響を軽減するための防御的
な手段の開発に、全ての生物医学科学者が貢献できる道が開かれる。
インテリジェンス機関および法執行機関は、現存する病原体の性質および新しく登場しうる病原体について
の専門知識、
ならびに、対抗措置をより困難にする新しい技術の拡散を制限するための最適な助言の双方を
得るために科学者を必要とする。国家安全保障コミュニティの一部として、
ウイルス性疾患、細菌性病原体、生
命工学、免疫学、毒、公衆衛生学といった分野における基礎科学者および専門知識を持った臨床医、
ならび
エグゼクティブ・サマリー

には基礎分子生物学分野におけるその他の学者による諮問委員会を設立することが望ましいであろう。国家
バイオディフェンス科学諮問委員会は、
インテリジェンス機関や法執行機関のメンバーが関連する科学技術分
野の最新動向を把握することを助け、かつ技術的な質問について解答しうる信頼性のある助言者を提供する
ことができる。

勧告７：調和のとれた国際的な監視
委員会は、米国に対して勧告するシステムに対応したものとなるような、調和のとれた外国の、地域
のおよび国際的な措置を発展・推進するための「バイオセキュリティに関する国際フォーラム」
を、国際
的な政策立案者・科学コミュニティが創設することを勧告する。
生命工学に関係するリスクを低減するいかなる真剣な試みも、究極的には、規模として国際的でなければ
ならない。なぜならば、悪用される可能性のある技術は、世界中で利用可能であり、開発され続けているから
である。多数の国ならびに地域的および国際的機関は、すでに、当該問題点についてのプログラムや政策の
発展に向けて行動している。
そのイニシアチブには、病原体や毒素の安全性確保(security)や監視のための
「ベスト・プラクティス」についての生物・毒素兵器条約当事国間の協議がある。国際的なアプローチが効果的
であるためには、内容が調和の取れたものであり、かつ、広く採択されなければならない。米国の科学コミュニ
新システム案

ティが深く直接的に関与しなければならないのと同様、
この報告書に記載されている勧告を履行するために、
国際的な科学コミュニティの誠実な関与が必要とされている。
当委員会は、我々の勧告が、現地のまたは地域的な条件に対する実質的な修正や適応がなされることなく、
そのまま国際的に採択される
「ロードマップ」
を提供すると考えているわけではない。
しかし、いかなる実効的シ
ステムも、我々が勧告で取り上げた事項すべてを含まなければならない。当委員会は、
それゆに、次のステップ
として、生命科学コミュニティと政策立案コミュニティが各コミュニティにおいて、
また、
コミュニティ相互に対話
を開始するための「バイオセキュリティに関する国際フォーラム」
を招集することを勧告する。
「バイオセキュリティに関する国際フォーラム」は以下の主題を扱う。
世界的な科学コミュニティの教育。
これは、潜在的な脅威とリスクを低減する方法についての認識を高め、
かつ、生命科学研究に関連する倫理的な問題に焦点を当てたカリキュラム作成、専門的なシンポジウム
開催および訓練プログラムを含む。
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バイオテロ犯罪を行った個人の特定および逮捕において、協力を促す国際的な管轄権制度の設計
研究所・施設内ならびに研究所・施設間の移動における病原体の管理のための国際的に調和のとれた
レジームの発展
研究を監視する審査システムの開発
（「懸念すべき実験」
を特定し、管理するための国際規範の定義を含む。）
生命科学における
「機微」情報の普及についての国際規範の発展
この「バイオセキュリティに関する国際フォーラム」やその他のフォーラムは、政策立案機関および科学コミュ
ニティにとって実績や信頼のある国際組織によって資金的に支援されるべきである。広範な課題の中のさまざ
まな主題は、異なる組織によって扱われることがより適切かもしれない。潜在的な支援組織には、各国政府の
政策立案者と直接的な繋がりをもつ正式な政府間国際機関である世界保健機関（WHO）や国際教育科学
文化機関（UNESCO）が含まれる。非政府間科学機関には、
「 国際科学会議」
（ ICSU）
ならびにより近年に設
立され、極めて重要な国際問題を担うための威信と会議招集能力をもつことを模索する
「国際問題に関するイ
ンターアカデミーパネル」
（ the InterAcademy Panel on International Issues（ IAP））やインターアカデミー
カウンシル（InterAcamedy Council（IAC））等の世界の科学アカデミー組織がある。
エグゼクティブ・サマリー

結論
生物剤の脅威に対抗するための政策が、生活の向上に貢献し、生物学的な脅威に対する防御を強化する
という役割を継続するための科学界の能力を侵害するほど広範囲にわたるものであるべきではない、
という懸
念が、本委員会の検討の至るところでみられた。生物学的な脅威に対する施策を採択する際、
「 意図せざる結
果」
を生み出すことなく、意図する目的が達成されるように注意を払わなければならない。他方、現在または将
来の生物学的研究の悪用から生じる潜在的脅威は、政策立案関係者や科学コミュニティが対応しなければな
らない課題である。
この報告書で提案されたシステムは、
リスクと報酬の最適なバランスを維持するための長く
継続的に発展するプロセスの第一歩として意図されたものである。当委員会は、適切な自治メカニズムを発展
させるためには、既に周知のものであり、信頼されており、かつ、生命科学者の能力に依拠する手続きを構築
することにより、正しいバランスに到達する最大の可能性を導くと確信する。
このシステムは、他国が政策を形
成するためのモデルを提示することができる。国際的なガイドラインおよび審査を有するシステムのみが、究極
的に生命工学悪用の可能性を最小化することができるのである

新システム案
結論
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